
2016 Aチーム日程日程日程日程 試合名試合名試合名試合名 対戦相手対戦相手対戦相手対戦相手 試合会場試合会場試合会場試合会場 スコアスコアスコアスコア 結果結果結果結果
11月20日 星稜大会　2試合目 千坂ファイターズ 星稜中学校G 8888-1 ○

11月20日 星稜大会　1試合目 米泉ドジャース 星稜中ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場 3-14141414 ○

11月13日 北日本新聞社旗 決勝T 3回戦 稲積少年会野球部 宮野球場 3-1111 ×

11月12日 北日本新聞社旗 決勝T 2回戦 村椿ジュニアライオンズ 新港野球場 7777-0 ○

11月6日 北日本新聞社旗 決勝T 1回戦 呉山ブレーブス 宮野球場 3333-2 ○

11月3日 北日本新聞社旗 予選 柿崎諏訪ストロング 中ノ口緑地公園野球場 0-8888 ○

10月30日 富山シリーズ 準決勝 新庄ジャイアンツ アルペンスタジアム 6-5555 ×

10月23日 富山リーグ 後期第6節 西田地方レンジャーズ 水橋西部小学校G 0-10101010 ○

10月22日 富山リーグ 後期第5節 山室中部インディアンズ 東富山運動広場 3333-3 �

10月16日 練習試合 荻生ジャガーズ 黒部市総合体育ｾﾝﾀｰG 0-7777 ○

10月9日 富山リーグ 後期第4節 神明パイレーツ 神明小学校G 2222-0 ○

10月8日 練習試合 稲積少年野球部 水橋西部小学校G 3333-4 ×

10月2日 富山リーグ 後期第3節 浜黒崎エンゼルス 浜黒崎小学校G 15151515-0 ○

9月25日 富山リーグ 後期第2節 呉羽レッドソックス 呉羽小学校G 2222-0 ○

9月22日 練習試合 上中島少年野球クラブ 早月川緑地公園 0-7777 ○

9月11日 練習試合② ベースボールチーム道下 新川みどり野高校G 3333-9 ×

9月11日 練習試合① 中条ﾌﾞﾙｰｲﾝﾊﾟﾙｽ 新川みどり野高校G 3333-1 ○

9月11日 富山リーグ 後期第1節 堀川南オリオールズ 水橋西部小学校G 2-9999 ○

9月4日 練習試合 東明ボーイズ 水橋西部小学校G 0-2222 ○

8月26日 西日本学童軟式野球大会 1回戦 甘木ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾌｪﾆｯｸｽ ｾﾚｯｿｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ舞洲C 2222-3 ×

8月15日 北信越少年野球大会　決勝 新庄ジャイアンツ 上越市少年野球場A 1-2222 �

8月15日 北信越少年野球大会　準決勝 南長野少年野球 上越市少年野球場B 5555-3 ○

8月14日 北信越少年野球大会　3回戦 富山中央ドジャース 上越市少年野球場B 9999-1 ○

8月14日 北信越少年野球大会　2回戦 坂井輪ブルードラゴンズ 上越市少年野球場B 1-8888 ○

8月13日 北信越少年野球大会　1回戦 三和ファイターズ 清里グラウンドB 5555-4 ○

8月8日 マクドナルド県大会　決勝 呉羽レッドソックス 小矢部野球場 4444-3 �

8月7日 マクドナルド県大会　準決勝 上中島少年野球クラブ 城南スタジアム 0-2222 ○

8月7日 マクドナルド県大会　2回戦 定塚イーグルス 城南スタジアム 15151515-1 ○

8月6日 マクドナルド県大会　1回戦 滑川西部ライオンズ 城南スタジアム 0-2222 ○

7月31日 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟTV杯 第2ｽﾃｰｼﾞ② 月岡ツインズ 山室小学校G 0-0000 ▲

7月31日 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟTV杯 第2ｽﾃｰｼﾞ① 山室マリナーズ 山室小学校G 8888-1 ○

7月30日 練習試合 桜井ホークス 桜井小学校G 8888-5 ○

7月24日 富山リーグ 第6節 神明パイレーツ 水橋西部小学校G 3-10101010 ○

7月18日 吉田旗決勝 富山中央ドジャース 五福公園G A 9999-1 �

7月17日 吉田旗準決勝 呉羽レッドソックス 五福公園G A 4444-1 ○

7月17日 吉田旗3回戦 奥田少年野球クラブ 五福公園G A 7777-2 ○

7月16日 吉田旗2回戦 荻浦フィリーズ 五福公園G A 13131313-5 ○

7月10日 練習試合 ベースボールチーム道下 立山町総合公園野球場 4444-3 ○

7月9日 吉田旗1回戦 光陽アスレチックス 五福公園G B 4-5555 ○

7月2日 富山リーグ 第5節 西田地方レンジャーズ 西田地方小学校G 16161616-1 ○

6月26日 富山リーグ 第4節 山室中部インディアンズ 水橋西部小学校G 1-5555 ○

6月19日 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟTV杯 第1ｽﾃｰｼﾞ② 荻浦フィリーズ 水橋西部小学校G 0-7777 ○

6月19日 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟTV杯 第1ｽﾃｰｼﾞ① 蜷川カープ 水橋西部小学校G 4444-1 ○

6月11日 高円宮賜杯 富山県大会 準決勝 新庄ジャイアンツ 丸山総合公園野球場 8-1111 ×

6月5日 高円宮賜杯 富山県大会 2回戦 戸出東部ハンターズ 丸山総合公園野球場 5-12121212 ○

6月4日 高円宮賜杯 富山県大会 1回戦 桜井ホークス 丸山総合公園野球場 1-5555 ○

5月29日 富山リーグ 第3節 呉羽レッドソックス 水橋西部小学校G 2-7777 ○

5月22日 練習試合② 窪スポーツ少年団 水橋西部小学校G 1-12121212  ○



5月22日 練習試合① 宮田スポーツ少年団 水橋西部小学校G 6666-2 ○

5月15日 練習試合② 滑川東部スポーツ少年団 滑川市立東部小G 7777-4 ○

5月15日 練習試合① 滑川東部スポーツ少年団 滑川市立東部小G 1-5555 ○

5月5日 練習試合 月岡ツインズ 水橋西部小学校G 5555-2 ○

5月5日 スポ少 軟式野球大会 富山中央ドジャース 常願寺公園G A 8888-7 ○

5月1日 高円宮賜杯 富山市予選 決勝 新庄ジャイアンツ 県営富山野球場 4-2222 ×

4月30日 高円宮賜杯 富山市予選 準決勝 呉羽レッドソックス 五福公園G A 2-9999 ○

4月30日 高円宮賜杯 富山市予選 3回戦 荻浦フィリーズ 五福公園G A 7777-2 ○

4月29日 高円宮賜杯 富山市予選 2回戦 神明パイレーツ 五福公園G A 9999-0 ○

4月24日 高円宮賜杯 富山市予選 1回戦 八幡・倉垣 五福公園G A 1-11111111 ○

4月10日 練習試合② 石田マリーンズ 水橋西部小学校G 3-8888 ○

4月10日 練習試合① 石田マリーンズ 水橋西部小学校G 6-7777 ×

4月10日 富山リーグ 第2節 堀川南オリオールズ 堀川南小学校G 12121212-1 ○

4月3日 富山リーグ 第１節 浜黒崎エンゼルス 水橋西部小学校G 0-10101010 ○

3月26日 練習試合 ベースボールチーム道下 水橋西部小学校G 5555-0 ○

3月26日 ﾋﾞｯｸﾞｴｯｸﾞ少年野球大会 決勝 北加積ホークス 五福公園G A 3-4444 �

3月21日 ﾋﾞｯｸﾞｴｯｸﾞ少年野球大会 準決勝 上中島少年野球クラブ 五福公園G A 9999-4 ○

3月20日 ﾋﾞｯｸﾞｴｯｸﾞ少年野球大会準々決勝 大島フェニックス ｱﾙﾍﾟﾝｽﾀｼﾞｱﾑｻﾌﾞG 1-3333 ○

3月13日 ﾋﾞｯｸﾞｴｯｸﾞ少年野球大会 3回戦 滑川西部ライオンズ 五福公園G B 6666-1 ○

3月12日 ﾋﾞｯｸﾞｴｯｸﾞ少年野球大会 2回戦 堀川ブルージェイズ 県総合運動公園A 1-2222 ○

3月5日 ﾋﾞｯｸﾞｴｯｸﾞ少年野球大会 1回戦 有磯野球スポーツ少年団 五福公園G B 0-39393939 ○

2月28日 滋賀遠征⑥ 五個荘野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 五個荘小学校G 1-7777 ○

2月28日 滋賀遠征⑤ 高月野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 五個荘小学校G 7777-0 ○

2月28日 滋賀遠征④ 五個荘野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 五個荘小学校G 13131313-0 ○

2月27日 滋賀遠征③ 北里少年野球クラブ 小篠原公園G 2-4444 ○

2月27日 滋賀遠征② 野洲ｷｯﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団 小篠原公園G 5-2222 ×

2月27日 滋賀遠征① 治田西野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 小篠原公園G 4444-10 ×

2月21日 練習試合② ベースボールチーム道下 水橋東公園G 3-3333 �

2月21日 練習試合① ベースボールチーム道下 水橋東公園G 2222-0 ○

2月20日 練習試合② 桜井ホークス 三日市小学校G 6-5555 ×

2月20日 練習試合① 桜井ホークス 三日市小学校G 6666-3 ○

2月13日 愛知遠征Ⅱ③ グレートブラザーズ 愛・地球博記念G 11111111-0 ○

2月13日 愛知遠征Ⅱ② グレートブラザーズ 愛・地球博記念G 2-6666 ○

2月13日 愛知遠征Ⅱ① グレートブラザーズ 愛・地球博記念G 6-16-16-16-1 ○

1月31日 愛知遠征Ⅰ⑤ 神山ケインズ 末広小学校G 4-2222 ×

1月31日 愛知遠征Ⅰ④ 末広クラブ 末広小学校G 2-2222 �

1月31日 愛知遠征Ⅰ③ 末広クラブ 末広小学校G 2222-3 ×

1月30日 愛知遠征Ⅰ② 木曽川JBC 木曽川河川敷GｻﾌﾞA 0000-3 ×

1月30日 愛知遠征Ⅰ① 木曽川JBC 木曽川河川敷GｻﾌﾞA 5-2222 ×

12月13日 練習試合② 三和ファイターズ 野々市市民球場 0-2222 ○

12月13日 練習試合① 三和ファイターズ 野々市市民球場 1111-1  �☆　公式戦：　51戦　44勝　5敗　2分☆　練習試合：　38戦　25勝　10敗　3分


